№1／2
1月の休日診療医療機関

診療時間 ９：００～１７：００ ※当番が変更になる場合があります

外科系疾患（ケガや骨折など）で受診する場合は対応できないことがあるため，受診前に必ず医療機関に問い合わせを
月日

医療機関名

電話
084-947-5507
084-924-2233
084-953-0307
084-957-7222
084-933-3279
084-988-1888
084-966-0066
0847-52-3140
府中市土生町 0847-43-6336
府中市鵜飼町 0847-45-5310
新市町
0847-52-5118
若松町
084-926-3767
北吉津町 084-925-1060
南手城町 084-926-6200
おひさまこどもクリニック（小児科） 御幸町
084-955‐3220
幕山台
084-948-2101
上原医院（内科・小児科）
金江町
084-935-8055
中村外科胃腸科医院
東村町
084-936-3456
藤井クリニック（内科）
神辺町
084-962-3883
小川内科胃腸科（内科）
駅家町
084-972-8885
草浦医院（内科）
府中市鵜飼町 0847-45-3300
府中市民病院（外科）
府中市府川町 0847-45-1188
谷医院（内科）
府中市鵜飼町 0847-40-0145
※ 細川歯科

1日 法宗医院（内科）
（火） セオ病院（内科）
みつふじ小児科
日野内科小児科クリニック
ひろおか医院（整形外科）
沼隈病院
亀川病院（外科）
寺岡記念病院（内科）
なんば医院（外科）
佐野内科医院
※ てらおか歯科クリニック
2日 池田響子ハートクリニック（内科）
（水） 平川内科医院
広岡整形外科（外科）

町名
伊勢丘
住吉町
川口町
新涯町
今津町
沼隈町
神辺町
新市町

月日

医療機関名

町名
曙町
鞆町
南蔵王町
ふじもり医院（内科・小児科） 伊勢丘
沖野上町
堀病院（耳鼻咽喉科）
松永町
西福山病院
進藤内科循環器科医院 松永町
神辺町
さかい内科
新市町
瀬尾医院（内科）
新市町
寺岡記念病院（外科）

電話
084-920-2360
084-983-5050
084-973-1500
084-947-1275
084-926-3387
084-933-2110
084-933-2240
084-963-3507
0847-51-2169
0847-52-3140
府中市中須町
0847-52-6555
佐々木内科
新市町
0847-52-5678
たがみ歯科医院
084-941-1170
大門あかつき病院（内科） 大門町
福山光南クリニック（内科・外科） 光南町
084-923-3724
宝町
084-924-4150
さいとう小児科
引野町
084-941-2620
中村内科・小児科
今津町
084-934-2798
平木耳鼻咽喉科医院
沼隈町
084-987-2345
高橋医院
神辺町
084-962-3633
柴田内科
駅家町
084-976-1351
小畠病院（内科）
中川整形外科医院（外科） 府中市中須町 0847-52-3033
府中市中須町 0847-45-4030
唐川医院（内科）
南蔵王町 084-940-5051
森田内科クリニック
084-949-2777
さいきじんクリニック（内科） 瀬戸町
084-946-6656
坂本眼科小児科クリニック 大門町
クリニック和田（内科・小児科） 多治米町 084-953-8292
木下メディカルクリニック（外科・内科） 沼隈町
084-987-1252
本郷町
084-936-1111
石井内科
いわた耳鼻咽喉科クリニック 神辺町
084-963-8733
さとうファミリークリニック（内科） 駅家町
084-999-3103
内藤クリニック（内科・外科） 駅家町
084-977-1070
府中市中須町 0847-40-0780
ほそや内科クリニック

3日 ちかもり内科医院
（木） 徳永医院（内科・外科）
いけだ小児科

※
6日
（日）

13日
（日）

※印の医療機関の診療時間は９：００～１２：００です。

歯科医療

所／福山市歯科医師会口腔保健センター 南蔵王町 ℡084-941-4444
受付＝○応急診療…日曜日・祝日・8/15・12/30～1/3
10：00～16：00
○心身障がい者診療（要予約）…第2・3・4日曜日9：30～12：00
福山夜間成人診療所(外科は事前電話) 所／福山市医師会館隣り 三吉町南 ℡084-982-9946
診療19：30～23：00（受付は22：45まで）
福山夜間小児診療所
所／福山市医師会館内 三吉町南 ℡084-922-4999
診療19：00～23：00（受付は22：45まで）

精神科救急医療施設

所／福山友愛病院

精神科救急医療相談

所／精神科救急情報センター

こどもの救急電話相談

対応者…看護師

水呑町

℡084-956-2288

広島市

24時間対応

℡082-892-3600

℡＃8000または082-505-1399

24時間対応

受付＝19：00～翌8：00

救急医療ネット広島ホームページ 「今、受診できる医療機関」などが検索できます

救急医療ネット広島

広島県救急医療情報ネットワーク 音声ガイダンスによる休日夜間などの当番医情報提供

県全域＝0120-169901

(2019年1月1日～2019年1月31日)

24時間対応

福山市保健部総務課
℡ 084-928-1164

で 検索

№2／2
1月の休日診療医療機関

診療時間 ９：００～１７：００ ※当番が変更になる場合があります

外科系疾患（ケガや骨折など）で受診する場合は対応できないことがあるため，受診前に必ず医療機関に問い合わせを
月日

医療機関名

14日 大石病院（内科・外科）
（月） 片岡内科胃腸科医院
いぶき小児科
よしだレディースクリニック内科・小児科（内科・小児科）

三木耳鼻咽喉科医院
村上泌尿器科内科医院
きったか内科小児科医院
フジタクリニック（内科）
池田医院（内科）
せおクリニック（外科）
川﨑内科医院
20日 藤本外科胃腸科肛門科クリニック（内科・外科）
（日） 神辺内科
大日方小児科医院
小林病院（内科・小児科）
平田耳鼻咽喉科
瀬尾クリニック（泌尿器科・内科）
小川胃腸科内科産婦人科医院
福山整形外科クリニック（外科）
南坊井上内科循環器科医院（内科）

小畠病院（外科）
新市ときながクリニック

町名
川口町
山手町
城見町
新涯町
大黒町
沼隈町
柳津町
神辺町
新市町
府中市栗柄町
府中市高木町

御門町
野上町
光南町
春日町
曙町
今津町
松永町
神辺町
駅家町
駅家町
新市町

電話
月日
医療機関名
084-953-3215 27日 土屋内科医院
084-951-2111 （日） ふじいクリニック（内科・外科）
084-925-3482
なかよし小児科
日野ホームクリニック内科小児科
084-954-4455
084-922-5533
西福山病院
内海町いちかわ診療所（内科・外科・小児科）
084-980-0115
084-933-5227
柚木外科医院
佐野内科胃腸科医院（内科）
084-963-6848
0847-51-2098
有地医院（外科）
0847-40-0246
府中市民病院（内科）
0847-44-6001
米田耳鼻咽喉科クリニック
084-927-1414
084-925-2567
084-923-0798
084-943-3111
084-953-3387
084-934-2233
084-933-3356
084-960-3030
084-976-0013
084-976-1351
0847-51-5007

町名
東手城町
水呑町
引野町
御門町
松永町
内海町
神辺町
駅家町
府中市府中町
府中市鵜飼町

駅家町

電話
084-941-1754
084-983-2219
084-943-1774
084-923-1939
084-933-2110
084-980-9099
084-963-1311
084-976-1121
0847-41-3670
0847-45-3300
084-970-1030

歯科医療

所／福山市歯科医師会口腔保健センター 南蔵王町 ℡084-941-4444
受付＝○応急診療…日曜日・祝日・8/15・12/30～1/3
10：00～16：00
○心身障がい者診療（要予約）…第2・3・4日曜日9：30～12：00
福山夜間成人診療所(外科は事前電話) 所／福山市医師会館隣り 三吉町南 ℡084-982-9946
診療19：30～23：00（受付は22：45まで）
福山夜間小児診療所
所／福山市医師会館内 三吉町南 ℡084-922-4999
診療19：00～23：00（受付は22：45まで）

精神科救急医療施設

所／福山友愛病院

精神科救急医療相談

所／精神科救急情報センター

こどもの救急電話相談

対応者…看護師

水呑町

℡084-956-2288

広島市

24時間対応

℡082-892-3600

℡＃8000または082-505-1399

24時間対応

受付＝19：00～翌8：00

救急医療ネット広島ホームページ 「今、受診できる医療機関」などが検索できます

救急医療ネット広島

広島県救急医療情報ネットワーク 音声ガイダンスによる休日夜間などの当番医情報提供

県全域＝0120-169901

(2019年1月1日～2019年1月31日)

24時間対応

福山市保健部総務課
℡ 084-928-1164

で 検索

